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本気で考えませんか マイカーからの卒業を　第四弾 問い合わせ　 土木グループ ☎ 366-0011
　　　　　　     南海バス営業課☎ 221-0781

意外と知らない ?
こんな人も多いはず

↓
おさらいしましょう！

市循環バス・南海バスの乗り方

〈南海バス〉

の乗り方
運賃の支払方法が
よくわからないん
だよな

バスの乗り方ってど
うだったっけ?
久しぶりに乗るのは
不安だわ

①乗車
バスの行き先表示を確認し、後ろ
側のドアから乗車

③降車ボタンを押す
降車したい
停留所がア
ナウンスさ
れたら 、降
車ボタンを
押す

②ICカードをタッチ
　または整理券を取る
●ICカード（南海バスICカード「なっ
ち」、PiTaPa、ICOCAなど全国相互
利用の各種交通系ICカード）の場合
ICカードリーダーに「ピッ」という電子音
が鳴るまで、カードをしっかりタッチ 
●現金の場合
乗り口横の整理券発行機から整理
券を取る　※運賃は車内前方にあ
る運賃表示機で確認します。手持
ちの整理券番号が表示されている
下の金額が運賃です。運賃は降車
時に支払います

④ICカード、現金など
　で支払い
●ICカードの場合
ICカードリーダーに「ピッ」という電子音
が鳴るまで、カードをしっかりタッチ 
●現金の場合
現金と整理券を運賃箱に入れる　
※おつりが出ないので停車中に両
替機で事前に両替えを済ませてお
きましょう

バスバス
〈市循環バス〉

①乗車
バスの行き先表示を確認し、後ろ側のドア
から乗車

②降車ボタンを押す
降車したい停留所が
アナウンスされたら、
降車ボタンを押す

③ICカード、現金で支払い 
●ICカード（PiTaPa、ICOCA 
など全国相互利用の各種
交通系ICカード）の場合
ICカードリーダーに「ピッ」
という電子音が鳴るまで、
カードをしっかりタッチ
●現金の場合
現金（大人100円、子ども
50円）を運賃箱に入れる

乗り方はこれで安心。
運行情報は「バスロ
ケ」で確認できて、
そのほかのアプリで
も発車予定時刻を確
認できるのね

磁気カード
リーダー

磁気カード
リーダー
ICカード
リーダー

整理券
発行機

バスロケ（市循環バス） バスロケ（南海バス） ジョルダン ナビタイム
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～日ごろから公共交通機関を利用しましょう～
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身近なことから
みんなで取り組もう！

参考　国際連合広報センター次回は、SDGsの目標5・6について掲載します

　世界の約半分の幼児たち（３～５歳）は、幼児教育を受

けることができていません。その数は少なくとも１億

7,500万人と言われています。子どもたちをはじめ、世代・

性別を問わずだれもが学べる機会の確保が必要です。

　UPっぷ２階の「まちライブラリー」には、寄贈者のメッ

セージ付きの本が集まっていて、「みんなで育てるまちの図

書館」となっています。誰かに読んでほしい本の寄贈を

お待ちしています。

　また、市の図書館をはじめ、堺市や南

河内地域を含む府内13市町村の図書館

や電子図書館を利用でき、学びの場が広

がっています。ぜひ利用してください。

すべての人々に包括的かつ公平で
質の高い教育を提供し、生涯学習
の機会を促進する

　

あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を推進
する

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世界的に見

て、妊産婦や子どもなどを対象とした保健分野の取り組

みが停滞し、平均寿命が短くなりつつあると言われてい

ます。だれもが保健サービスを受けられ、薬やワクチン

を入手できるようにすることが必要です。

　今月号では、全17の目標（ゴール）のうち、３と４の目標（ゴール）を紹介します。

　コロナ禍で外出を控え、体を動かす機会が減った

人も多いと思います。感染対策は引き続き必要です

が、軽いウォーキングやサイクリングなどで、日ご

ろ固まった体をほぐしてみませんか。

　また、定期的に健康診断を受ける

ことで、自分の体の変化に気づける

よう心がけましょう。

SDGs3

　
す
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の
人
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連載企画連載企画

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります

ド系）を噴霧して駆除
してください。卵のう
は踏み潰してくださ
い。生息しそうな場所
は普段から清掃しまし
ょう

問い合わせ　生活環境グループ☎366-0011

セアカゴケグモ、ヒアリに注意
【セアカゴケグモ】
　万一かまれたときは、できるだけ早く病院で治療を受け
てください。
特徴　比較的おとなしく攻撃性はないものの、強い毒を持
っています。雌の体長は７～ 10㎜で全体的に黒色をして
いて、腹部背面はオレンジ色から赤色のネクタイのような
模様があります。体型は大きなエンドウ豆形でほっそりと
した脚を持っています。雄の体長は４～５㎜で、腹部背面
が灰白色、中央に白い斑

はんもん
紋があり、その両側に黒紋が２列

に並んでいます。体型は腹部が細く、触肢が丸くなってい
ます。卵のうは、直径10～ 15㎜の乳白色の球形をしてい
ます　生息場所　排水溝の側面やふたの裏など、日当たり
が良く、暖かいところ　駆除方法　絶対に素手で触れない
でください。成虫は踏み潰すか家庭用殺虫剤（ピレスロイ

【出典　大阪府健康医療部環境衛生課】
雌 雄

【ヒアリ】
　万一、見つけた場合は生きた個体を素手で触
らないなど、十分注意してください。
特徴　攻撃性が強く、刺された場合、体質によってはアナ
フィラキシーショックを起こすなど、人体に危険な生物で
す。体長は2.5～６㎜程度で、体色は全体的に赤茶色であり、
腹部は黒っぽい赤色です。おしりに毒針があります　駆除
方法　市販の殺虫剤での駆除が可能です

運動と定期的な健康診断
の受診を

私たちに
できること私たちに

できること
いつでもどこでも、

学べる場所を

SDGs4
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　６月24日、市と㈱関電パワーテックは、「災害発生時における物資の調達に関する協定」を
締結しました。今後は、災害発生時に空気発電池などの物資の調達について協力します。

問い合わせ　危機管理室☎366-0011

株式会社関電パワーテックと
災害協定を締結

実施日時　９月２日㈮午後１時30分開始　送信内
容　①午後１時30分　地震発生　②午後１時33分
ごろ　大津波警報発表〈訓練用の「エリアメール／緊
急速報メール」が携帯電話など（対応機種のみ）に届
きます〉　③午後１時35分ごろ　火災発生〈大阪府
全域発信に続いて、市から訓練メールを発信します〉

９月２日㈮午後１時30分から 問い合わせ　府民お問合せ
センター☎06-6910-8001

　東日本大震災では、地震発生時の判
断と行動が生死を大きく分けました。
この訓練では、携帯電話などに訓練情
報を送信します。災害発生時に、命を
守る行動ができるよう、訓練に参加し
ましょう。

緊急速報メールで
携帯電話などに通知
※対応機種のみ

災害や緊急の情報を、
電子メール・ファクシミリ・電話で配信

　災害時や緊急時の重要な情報、新型コロナワクチン接種
情報や防災無線情報などを、電子メール・ファクシミリ・電
話で配信しています。
ツール・対象　●電子メール／すべての市民　●ファクシ
ミリ／次の要件のいずれかに該当する人　①携帯電話を
持っていない人で、ファクシミリを持っている人　②障が
い者手帳（聴覚障がい）を持っている人　③土砂災害（特別）
警戒区域および隣接地域に住んでいる人　④公共施設およ
び保育教育・社会福祉関係施設　⑤市内各種団体およびそ
の代表者　●電話／次の要件のいずれかに該当する人　①
携帯電話、ファクシミリを持っていない人　②障がい者手
帳（視覚障がい）を持っている人　③土砂災害（特別）警戒区

域および隣接地域に住んでいる人　※ファク
シミリか電話のどちらか一方しか登録できま
せん
登録方法　●電子メール／右のQRコードか
ら、登録サイト［https://plus.sugumail.com/ 
usr/osakasayama/home］にアクセスし、手
順にしたがって登録　※登録案内メールが届
かない場合、「@sg-p.jp」ドメインからのメール受信を許可
する設定をしてください　●ファクシミリ・電話／市役所危
機管理室で配布する申込書を危機管理室へ直接　費用　無
料　※ファクシミリの受信に係る用紙・インク代、電話をか
け直した場合の通信料は利用者負担

ガラケー

PC・スマホ

問い合わせ　危機管理室☎366-0011

　昭和20年（1945年）８月６日広島に、９日長崎に原子爆弾が投下され、多くの尊い命が奪われました。15日㈪には、全
国戦没者追悼式が行われ、午後０時に１分間の黙とうが捧げられます。皆さんも職場や家庭で黙とうをお願いします。

問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ☎366-0011

６日㈯午前８時15分｜９日㈫午前11時２分｜ 15日㈪午後０時原爆死没者の慰霊と平和祈念黙とうを



10月から大阪狭山市地域ポイント
「さやりんポイント」が始まります

利用期間
10月３日㈪～令和５年
１月31日㈫（予定）

07 新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります

　仕事や学校などの理由で平日にマイナンバーカードを受け
取ることができない人のために、臨時の日曜交付窓口を開設
します。受け付けできる人数に限りがあるため電話での予約
制とし、先着順に受け付けします。なお、証明書などの発行、
届け出やマイナポイントの予約・申し込みの支援はできませ
ん。マイナンバーカードの交付通知書（はがき）に記載されて
いる受取場所がニュータウン連絡所になっている人も、日曜
交付を希望する場合は市役所での受け取りとなります。

問い合わせ　市民窓口グループ☎366-0011

28日㈰にマイナンバーカード
日曜交付窓口を開設

とき　28日㈰午前９時～午後０時　ところ　市役所市民窓
口グループ　対象　マイナンバーカードの交付通知書（はが
き）が届いている人　予約方法　１日㈪～ 24日㈬（６日㈯・
20日㈯は午前中のみ受け付け）に電話で市民窓口グループ
【マイナポイント申請支援等専用窓口を開設】
　１日㈪から市役所２階に新たに専用窓口を開設します。
開設期間　１日㈪～令和５年２月28日㈫午前９時～午後
５時30分（第１・第３土曜日は午前中のみ受け付け）

さくらねこ無料不妊手術事業参加団体募集

問い合わせ　生活環境グループ☎ 366-0011

　「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫
に対し、「さくらねこTNR（Trap／捕獲し、Neuter／不妊
手術を行い、Return／元の場所へ戻す、その印として耳
先を桜の花びらのようにＶ字カットする）」を実施すること
で繁殖を防止し、一代限りの命を全うさせ、飼い主のい 

ない猫に関する問い合わせや殺処分の減少に寄与する活動
です。
　市は、この事業に賛同し、参加を希望する団体に、（公財）
どうぶつ基金が発行する、「さくらねこ無料不妊手術チケッ
ト」を配布します。詳しくは問い合わせてください。

問い合わせ　産業振興・魅力創出グループ☎ 366-0011

　新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を踏ま
え、市民や市内事業者への経済支援対策として、市民一人
につき 5,000円分の「さやりんポイント」（１ポイント＝１
円）を発行します。ポイントは市内の加盟店で利用できます。
　８月下旬から、ポイントを利用するためのQRコード付
きカードを順次発送する予定です。※スマートフォンアプ
リでもポイントを利用できます
対象　令和４年７月１日時点で、市の住民基本台帳に記録さ
れている人　※７月１日以降に転入・出生した人についても

順次発送します　利用期間　10月３日㈪～令和５年１月 31
日㈫（予定）
【加盟店を募集します】
　「さやりんポイント」が利用できる加盟店を募集しています。
申請方法　市役所産業振興・魅力創出グループ、大阪狭
山市商工会で配布する様式を、〒 589-0021今熊一丁目
540-３大阪狭山市商工会。ファクシミリ（FAX366-8584）
または直接も可。様式は市ホームページからもダウンロー
ド可。詳しくは市ホームページを確認してください

予約期間
１日㈪～24日㈬

今年の夏の電力需給は、昨年以上に厳しくなると見込まれています。
熱中症対策を講じながら、無理のない範囲での節電をお願いします。
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下水道マンホールふたデザイン投票結果発表
問い合わせ　経営総務グループ☎366-0011

　６月24日まで実
施した、下水道マン
ホールふたデザイン
の投票（986票）によ
り、各部門の最優秀
賞作品を決定しまし
た。たくさんの投票
ありがとうございま
した。※応募時の学
年・年齢で部門が分
かれています

【小学３年生以下の部】
西出芽生さん

【高校生以上の部】
瀬戸口綾子さん

使用期限
令和５年３月31日㈮まで子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診、

成人歯科健康診査無料クーポン

問い合わせ　保健センター☎ 367-1300

　市は、がん検診推進事業として、「子宮頸
けい
がん検診」「乳が

ん検診」「大腸がん検診」の無料クーポンを送付しています。
　クーポンを使用すると令和５年３月31日㈮まで、指定
医療機関で無料で検診を受けることができます。また、「成
人歯科健康診査」の自己負担金（500円）が無料になるクー
ポンも送付しています。 対象者（年齢・生年月日）

平成13（2001）年４月２日～
平成14（2002）年４月１日

昭和56（1981）年４月２日～
昭和57（1982）年４月１日

昭和46（1971）年４月２日～
昭和47（1972）年４月１日
昭和37（1962）年４月２日～
昭和38（1963）年４月１日～

20歳

40歳

50歳

60歳
※

対象となる検診

子宮頸がん検診《女性》

乳がん（マンモグラフィ）検
診《女性》
大腸がん検診

成人歯科健康診査

※今年度 60歳になる人

子宮頸がん検診無料クーポン

　クーポンは、４月20日現在、市の住民基本台帳に記録さ
れている人を対象に送付しています。対象者で既に該当す
るがん検診または成人歯科健康診査を受診した人は、自己
負担分を返還します。対象者でクーポンが届いていない場
合は保健センターへ連絡してください。

【小学４年生～中学３年生の部】
小林菜々さん

最優秀賞 最優秀賞 最優秀賞
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投稿者　satomi24jpさん
｢幻想的な春の夕景｣
　夕陽色に染まる桜は妖

ようえん
艶で伸びる影も

幻想的。昼間とはまた違った景色を見せて
くれます。 だれもがときが止まったかのよ
うにたそがれる。一日の疲れがホッと癒や
され、明日への気力がみなぎる瞬間…。

室谷由紀（女流棋士）さんコメント
　夕日に照らされた狭山池と桜がとても美しいと思いました。
四季折々、いろんな顔を持つ狭山池、今後も楽しみにしています。

室
谷
由
紀
賞

投稿者　riki.yuri_papaさん
　快晴の青空＆満開の桜、さらに前日の
雨の水たまりが残っていてリフレクショ
ンも狙える貴重なシチュエーション。柴
犬リキ＆ユリとは、いろんなところで撮
影していますが、奇跡的な好条件でした。

半
井
彩
弥
賞

優秀賞

半井彩弥（ブレイクダンサー）
さんコメント
　水たまりをうまく利用してい

て、柴犬もかわいすぎます！柴犬好きの私
的に優勝でした。これからもぜひ狭山池で
元気よく走り回ってください！

投稿者　ma5da1suki4さん
　堺から近くで Instagramでもよく見か
ける桜が美しいところなので出かけてみま
した。

西浦秀樹（歌手）さんコメント
　狭山池だとわかるのと、桜が
奇麗に写っています。初めてこ

の写真を見た方が足を運びたくなると思い
ました。狭山池全体が写るパノラマ写真な
んかも見てみたいです。

西
浦
秀
樹
賞

優秀賞

西山朋佳（女流棋士）さんコメント
　個人的に懐かしいトンネルです。その上にちょうど桜と
南海電車が！郷愁を感じます。すぐそこにある暗

あんきょ
渠ですが、

土木遺産となっているんですね。珍しいアーチのもあるようで、これ
からも大事に保存されるといいなと思います。

投稿者　sakura_fullbloomさん
　私は昨年の春、就職のため狭山に引っ
越してきました。狭山で暮らす中でこの
場所を知り、今年の春はここで写真を撮
ると決めていました。走る南海電車と狭
山らしい春を１枚に収めることができて
うれしく思います。

西
山
朋
佳
賞

投稿者　yukaさん
　狭山池の満開の桜のもとでうれしそう
に遊ぶ娘たちです。この日はランドセル
の新一年生の笑顔が狭山池にあふれて
いました。大親友のお父様が遊歩道の
開発に携わられていたので、多くの方の
思い出に残ることにうれしく感じます。

さやりんコメント
　さやりんも一緒に遊んでほしいな。いつまでも仲良
くね！

さ
や
り
ん
賞

さやま未来プランナーさんコメント
　祭りの夜の光景が、狭山池の中にも広がっているよ
うに映っていてとっても奇麗です！大阪狭山市がこれ

からも素敵なまちであり続けられることを祈っています。

投稿者　kame7112さん
　３年ぶりに開催された大阪狭山市
の春の風物詩「狭山池まつり」。多く
の方が再開を心待ちにしていたこと
でしょう。龍神が宿る狭山池の夜空
に輝く花火を見上げながら、少しで
も早いコロナ収束を祈念いたします。

さ
や
ま
未
来
プ
ラ
ン
ナ
ー
賞

投稿者　peconoriさん
　雨上がりの朝。大好きな自転車で狭山池を散歩中、
水たまりをみつけ、水しぶきを上げながら疾走する
様子がおもしろくて撮りました。

半井重幸（ブレイクダンサー）さんコメント
　今にも動き出しそうな程の躍動感。無邪
気に自転車に乗る姿と奇麗な桜が前向き

な気持ちにさせてくれました。毎年同じ場所で撮っ
て写真を成長記録として残していってほしいですね。

最優秀賞
半
井
重
幸
賞

　７月10日まで実施した、大阪狭山市 Instagramフォ
トコンテスト最終選考の市民投票（420票）と、一次選考
の市特命大使の皆さんによる審査により、次のとおり入
賞作品を決定しました。たくさんの投票ありがとうござ
いました。問い合わせ　広報プロモーショングループ☎366-0011

大阪狭山市
フォトコンテスト結果発表


